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ご利用の開始・終了

P.4

ご契約内容の確認、パスワード変更

契約内容の確認したい場合
⇒『ご契約内容の確認』からご確認ください。 P.7

パスワードを変更したい場合
⇒『パスワードの変更』から変更してください。 P.8

着信サービスの申し込み

P.10

P.15

P.20

ご利用料金の確認

利用料金や通話明細を確認したい場合
⇒『ご利用料金の確認』からご利用できます。 P.50

セルフページはこのようにご利用できます。

ご利用を開始したい場合
⇒セルフページへのログイン方法からご確認ください。

P.6
ご利用を終了したい場合

⇒セルフページからのログアウト方法からご確認ください。

着信サービスの設定（設定・開始・停止）

非通知の電話は受けたくない場合
⇒『番号通知リクエストの変更』から設定してください。 P.12

特定の電話番号からの着信は受けたくない場合
⇒『着信拒否サービスの変更』から設定してください。 P.17

かかってきた電話を転送したい場合
⇒『着信転送サービスの変更』から設定してください。 P.22

非通知の電話は受けたくない場合
⇒『番号通知リクエストの変更』からお申し込みください。

特定の電話番号からの着信は受けたくない場合
⇒『着信拒否サービスの変更』からお申し込みください。

かかってきた電話を転送したい場合
⇒『着信転送サービスの変更』からお申し込みください。
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注1)  「KDDI-IPフォン」では着信転送サービスを提供しておりません。
※一括転送サービス/バックアップ転送サービス/PBリモート転送（電話機からの設定）の
ご利用マニュアルは、下記のウェブサイトからご確認いただけます。
http://www.kddi.com/business/support/service/hikari-direct/manual/

内容 ページ

ログイン方法/ログアウト方法 4～6

ご契約内容の確認
＜現在のご契約状況や契約電話番号の詳細が確認できます＞

７

パスワードの変更
＜セルフパスワードの変更が可能です＞

8～9

番号通知リクエスト
＜非通知の電話を受けたくない時に便利です＞

申込み/設定変更/解約 10～14

着信拒否
＜特定の電話番号からの着信を獲りたくない時に便利です＞

申込み/設定変更/解約 15～19

着信転送

・無条件転送 ： 設定した転送先に着信させます

・話中転送 ： 話中時に転送します

・スケジュール転送：日時や時間指定で転送します

申込み/解約
転送元の電話番号登録/
着信転送の解約

20～23

設
定
変
更

転送先設定

【手順 1】 転送先リスト番
号登録

24～45【手順２】 無条件/話中転
送/スケジュール転送

【手順 3】 着信転送起動

PBリモコン暗証番号変
更

46～49

一括転送

あらかじめ指定した転送先に、一括して転送します

申込み/解約 一括転送の申込/解約

(※)

設
定
変
更

転送先変更

起動状態変更

暗証番号変更

転送情報

バックアップ転送

障害などで着信不能の場合に自動転送します

設
定
変
更

転送先変更

起動状態変更

暗証番号変更

起動タイマ値変更

転送情報

解約

ご利用料金の確認 ご利用料金/ご利用明細
ご利用明細のダウンロードが
可能です

50～57

「セルフページ」は、お客さまご自身でご契約内容の確認/変更、付加サービスの申込/変更/解約、

ご利用料金の確認などを行うことができるウェブページです。

目次
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本紙は、「KDDI 光ダイレクト」「auひかり ビジネス」「KDDI-IPフォン」をご契約のお客さ
ま向けのセルフページご利用方法のご案内です。

セルフページより、お客さまご自身でご契約内容の確認/変更、付加サービスの申し込み/変更/
解約、ご利用料金の確認などを行うことができます。

セルフページはメンテナンスタイムを設定しております。
定期メンテナンス時間 毎週水曜日 AM 1:00 ～ AM 8:00
臨時メンテナンス情報 ウェブサイトの保守情報へ掲載

端末（パソコン）について

・セルフページは端末（パソコン）をインターネットに接続してご利用いただけます。

利用時の推奨環境
Windows (R) 8.1、10 / Internet Explorer (R) 11.X
FireFox (R)  25.0.1 以降、Chrome (TM) 33 以降

※プレビューリリースやベータ版なども動作保証対象外とさせていただきます。なお、
ご利用の際は、ブラウザの『TLS1.2』設定を有効にしてください。

ウェブブラウザの設定
１）表示サイズ 解像度800×600以上でご利用いただくことを推奨致します。
２）JAVA Script    有効にする必要があります。
３）Cookie            有効にする必要があります。

・セルフページはSSL対応ページのため、ブラウザのバージョンが低い場合や、機種によって
は表示できない場合があります。

注意事項

・お客さまがセルフページをご利用の上、設定変更などを行った場合には必ず内容をご確認
ください。お客さまがセルフページをご利用の上、設定された内容および当社の責めに
よらない理由によりお客さまに生じた損害については、当社は一切責任を負いませんので
あらかじめご了承ください。

はじめに



セルフページ ご利用マニュアル4

ログイン方法

手順
１

『ご利用開始のご案内（開通通知書）』でセルフID・セルフパスワードを確認して
ください。

手順
2

ブラウザのアドレスバーで下記URLを入力し、“Enter”ボタンを押します。

URL ： https://ipphone-selfpage.kddi.jp/

手順
3

セルフID･セルフパスワードを入力し、『ログイン』ボタンをクリックします。

クリック

ご利用開始のご案内（開通通知書）

セルフID：10桁

セルフパスワード：８桁
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手順
4

セルフページのトップ画面（現在のご契約状況）が表示されます。
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ログアウト方法

手順
１

各画面右上の『ログアウト』をクリックします。

クリック

◆各メニューの画面上で『ログアウト』することができます。

手順
2

ログアウト完了画面が表示されます。
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ご契約電話番号情報の確認

手順
１

『現在のご契約状況』画面の『契約電話番号詳細』をクリックします。

クリック

手順
2

ご契約中の電話番号の詳細をご確認いただけます。

・ ダイヤルインをご契約の場合、『ハント順』の代わりに『内線番号』が表示されます。
・『基本電話番号』は複数回線の代表番号となる電話番号です。
・『電話番号』は、上記以外の電話番号です。
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パスワードの変更方法

手順
１

『セルフページメニュー』から『パスワードの変更』をクリックします。

手順
2

セルフパスワード変更画面にて現在のパスワードと新しいパスワードを入力し
『OK』ボタンをクリックします。

クリック

クリック
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手順
3

セルフパスワード変更の確認画面にて『OK』ボタンをクリックします。

手順
4

セルフパスワード変更完了を確認してください。

クリック
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番号通知リクエストの申し込み方法

手順
1

『セルフページメニュー』から『番号通知リクエストの変更』をクリックします。

手順
2

『申込』をクリックします。

※「auひかり ビジネス」ではセルフページからのお申し込みはでき
ません。
別途『発信番号表示』のお申し込みが必要です。KDDI 法人営業
担当者または法人お客さまセンターまでお問い合わせください。

※サービス設定の“無効”はサービス機能停止の設定です。
解約とはならず月額料金が発生しますのでご注意ください。

クリック

手順
3

申し込みを行う場合は、『OK』ボタンをクリックします。

クリック

手順
4

『OK』ボタンをクリックすると申し込みが完了です。

クリック

クリック
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手順
5

申込受付完了画面が表示されます。

◆以上で申し込みは完了です。
番号通知リクエストを開始・停止する場合は、セルフページメニューの『番号通知リクエストの変更』から
番号通知リクエストの『設定変更』で行うことができます。
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番号通知リクエストの変更方法

手順
1

『設定変更』をクリックします。

クリック

手順
2

現在の設定と変更後の設定を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

手順
3

『OK』ボタンをクリックすると設定変更の受付完了です。

クリック

クリック
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手順
4

設定変更受付完了画面が表示されます。
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番号通知リクエストの解約方法

手順
1

『解約』をクリックします。

手順
2

解約を行う場合は、『OK』ボタンをクリックします。

手順
3

『OK』ボタンをクリックすると解約が完了です。

クリック

クリック

手順
4

解約受付完了画面が表示されます。

クリック
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着信拒否サービスの申し込み方法

手順
1

『セルフページメニュー』から『着信拒否の変更』をクリックします。

手順
2

『申込』をクリックします。

※着信拒否として設定可能な電話番号は、加入電話番号
（例：0331234567）、IP電話番号（例：05012345678）、携帯
/PHS電話番号（090/080/070で始まる11けた）となります。

※着信拒否サービスは30件まで設定可能です。

※サービス設定の“無効”はサービス機能停止の設定です。
解約とはならず月額料金が発生しますのでご注意ください。

手順
3

『着信拒否申込（開始）』画面で着信拒否する電話番号を入力（変更）し、『OK』ボ
タンをクリックします。

クリック

クリック

クリック
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手順
4

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

手順
5

完了画面が表示されましたら完了です。

◆以上で申し込みは完了です。
着信拒否を開始・停止する場合は、メニューの『着信拒否の変更』から
着信拒否サービスの『設定変更』で行うことができます。

クリック
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着信拒否サービスの変更方法

手順
1

『着信拒否変更メニュー』画面で『設定変更』をクリックします。

手順
2

着信拒否サービス開始・停止または、着信拒否電話番号を設定し、『OK』ボタンを
クリックします。

クリック

クリック

◆申し込み時の設定内容が表示されます。
着信拒否を停止する場合は、『設定拒否サービスの設定』を無効にしてください。
着信拒否を開始する場合は、『設定拒否サービスの設定』を有効にしてください。
着信を拒否する電話番号を変更する場合は、『着信拒否電話番号1～30』を変更してください。
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手順
3

設定内容を確認し、『OK』ボタンをクリックします。

クリック

手順
4

設定完了画面が表示されます。
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着信拒否サービスの解約方法

手順
1

『解約』をクリックします。

手順
2

解約を行う場合は、『OK』ボタンをクリックします。

手順
3

『OK』ボタンをクリックすると解約が完了です。

手順
4

解約完了画面が表示されます。

クリック

クリック

クリック
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着信転送サービスの申し込み方法

手順
1

『セルフページメニュー』から『着信転送の変更』をクリックします。

※着信転送サービスの設定を行うに当たっては、あらかじめ着信転送サー
ビス契約の申し込みが必要です。

※「KDDI-IPフォン」では着信転送サービスを提供しておりません。

※転送種別設定の“転送しない”はサービス機能停止の設定です。
解約とはならず「auひかり ビジネス」は月額料金が発生致しますので
ご注意ください。

手順
2

『着信転送変更メニュー』で『申込』をクリックします。

手順
3

着信転送サービスの申込選択画面から、着信転送サービスを申し込みする電話番号を
選択し、『OK』ボタンをクリックします。

クリック

クリック

クリック
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手順
4

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

手順
5

申込受付完了画面が表示されます。

◆以上で申し込みは完了です。
着信転送を開始・停止する場合は、セルフページメニューの『着信転送の変更』
から『設定変更』で行うことができます。

『STEP2 転送設定を行う』リンクをクリックしても、『着信転送設定変更（電話番号選択）』に
進む事ができます。

クリック
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着信転送サービスの解約方法

手順
1

『セルフページメニュー』から『着信転送の変更』をクリックします。

手順
2

『解約』をクリックします。

手順
3

『着信転送解約（開始）』画面から、着信転送サービスを解約する電話番号を
選択し、『OK』ボタンをクリックします。

クリック

クリック

クリック
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手順
4

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

手順
5

解約完了画面が表示されます。

クリック

◆以上で解約は完了です。
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着信転送サービスの変更方法（転送設定・開始・停止、暗証番号変更）

◆セルフページの各種設定画面は以下のような構成となっております。
※着信転送サービスの設定を行うに当たっては、あらかじめ着信転送サービスの申し込み(P.20)が必要です。
※「KDDI-IPフォン」では着信転送サービスを提供しておりません。

1.転送元の電話番号選択

2.転送先の電話番号設定

3.転送方法の選択

4.着信転送の起動/停止

5.転送元の電話番号選択

契約している電話番号の中から転送設定を希望する電話番
号を選択します。

『転送先リスト番号登録』へ転送先電話番号の候補を
設定します。
最大4番号まで設定できます。

『無条件転送/話中転送』『スケジュール転送』から
利用したい転送方式に転送先電話番号を設定します。

6.電話機から設定する場合

の暗証番号変更

『着信転送 起動/停止』から、起動の場合は転送種別を選択
し転送を開始します。（転送種別：無条件転送、話中転送、
スケジュール転送）

停止の場合は、『転送しない』を選択し転送を停止します。

画面上の『電話番号の選択画面へ戻る』を選択します。

電話機から設定するPBリモートコントロール用の暗証番号
を変更します。

◆着信転送の種類

『無条件転送』 P.25
・かかってきた電話をあらかじめご指定いただいた転送先に無条件で転送したい場合

『話中転送』 P.25
・着端末が通話中にかかってきた場合や回線の全チャンネルが塞がっている場合に、電話をあら
かじめご指定いただいた転送先に転送したい場合

『スケジュール転送』 P.35
・設定したスケジュール（日付別・曜日別・時間帯別）にしたがって、かかってきた電話をあら
かじめご指定いただいた転送先に転送したい場合

STEP1

STEP2

STEP3
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手順
1

『セルフページメニュー』から『着信転送の変更』をクリックします。

手順
2

『設定変更』をクリックします。

手順
3

契約している電話番号の中から、転送設定を希望する電話番号の 『選択』ボタン
をクリックします。

クリック

無条件転送/話中転送 （転送先設定）

クリック

クリック
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手順
4

着信転送サービス『着信転送 設定メニュー』が表示されます。
転送先リスト番号登録の『選択』ボタンをクリックします。

◆現在の設定内容

【転送種別】現在の転送設定（『設定なし』『無条件転送』『話中転送』『スケジュール転送』の
いずれかを表示します。

【転送先リスト番号1～4】現在転送先候補として設定されている電話番号です。

【無条件/話中転送先リスト設定】現在、無条件/話中転送先として設定されているリストの番号です。

クリック
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手順
5

転送先電話番号の候補（最大4番号まで入力可能、『-』（ハイフン）は不要です）
を入力し、電話番号に誤りがないことを確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

クリック

◆転送先として登録するためのリストに電話番号の設定を行います。
※転送先として設定する電話番号については『リスト』の形式で管理を行います。
※転送先リストは転送を設定する電話番号ごとに1つの設定が可能です。
※転送先として設定可能な電話番号は、加入電話番号（例：0331234567）、携帯/PHS電話番号
（090/080/070で始まる11けた）、IP電話番号（050で始まる11けた）一部の番号を除く(注)

※「KDDI 光ダイレクト」/「KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch」では、インテリ
ジェント機能の番号（0077-76-△△△△△）も設定可能です。

※110番や104番などの3けたの番号、0120-、0800-、00△△で始まる番号など、#ダイヤル、
伝言ダイヤル、日本以外の電話番号は設定できません。

注)転送先に設定できない050番号
050-△△△△-で始まる番号で△△△△部分の４けたが以下の番号（2017年8月22日時点）
5004～5009・5200～5202・5204・5205・5207・5208・7000・7001
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手順
6

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

クリック

手順
7

登録完了画面が表示されます。
『着信転送 設定メニューに戻る』をクリックします。

手順
8

着信転送サービス『着信転送 設定メニュー』が表示されます。
無条件転送/話中転送 転送先設定の『選択』ボタンをクリックします。

クリック

クリック



セルフページ ご利用マニュアル29

手順
9

転送先選択（転送先リスト）のプルダウンメニューから、登録済の転送先候補電話
番号を選択し『OK』ボタンをクリックします。

◆無条件転送/話中転送における転送先の設定を行います。
※転送先候補電話番号（転送先リスト）は最大4番号までです。
※転送先を設定しない場合は、転送先選択の『転送しない』を選択してください。
※転送先リストの転送先候補電話番号を追加/変更する場合は『転送先リスト番号登録』から設定操
作を行ってください。

クリック

手順
10

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

クリック



セルフページ ご利用マニュアル30

手順
11

設定完了画面が表示されます。『着信転送 設定メニューに戻る』をクリックします。

手順
12

着信転送サービス『着信転送 設定メニュー』が表示されます。
着信転送 起動/停止の『選択』ボタンをクリックします。

クリック

無条件転送/話中転送 （転送開始）

クリック
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手順
13

転送種別の中から『無条件転送を起動する』または、『話中転送を起動する』に
チェックをし、『OK』ボタンをクリックします。

手順
14

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

《無条件転送の場合》 《話中転送の場合》

《無条件転送の場合》 《話中転送の場合》

クリック クリック

クリック クリック
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手順
15

設定完了画面が表示されます。『着信転送 設定メニューに戻る』をクリックします。

◆以上で無条件転送または、話中転送が開始されます。

手順
16

着信転送サービス『着信転送 設定メニュー』が表示されます。
着信転送 起動/停止の『選択』ボタンをクリックします。

無条件転送/話中転送 （転送停止）

クリック

《無条件転送の場合》 《話中転送の場合》

クリック

クリック
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手順
17

転送種別の中から『転送しない』にチェックをし、『OK』ボタンをクリック
します。

手順
18

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

クリック

クリック

《無条件転送の場合》 《話中転送の場合》

クリック
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手順
19

設定完了画面が表示されます。『着信転送 設定メニューに戻る』をクリックします。

クリック
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手順
1

『セルフページメニュー』から『着信転送の変更』をクリックします。

手順
2

『設定変更』をクリックします。

手順
3

契約している電話番号の中から、転送設定を希望する電話番号の『選択』
ボタンをクリックします。

スケジュール転送 （転送先設定）

クリック

クリック

クリック
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手順
4

着信転送サービス『着信転送 設定メニュー』が表示されます。
設定したいサービスの『選択』ボタンをクリックします。

クリック

◆現在の設定内容

【転送種別】現在の転送設定（『転送なし』『無条件転送』『話中転送』『スケジュール転送』の
いずれかを表示します。

【転送先リスト番号1～4】現在転送先候補として設定されている電話番号です。

【無条件/話中転送先リスト設定】現在、無条件/話中転送先として設定されているリストの番号です。

◆『電話番号の選択画面に戻る』をクリックすると、手順３の『着信転送設定変更（電話番号選択）』
画面に戻ることが可能です。
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手順
5

転送先電話番号の候補（最大4番号まで入力可能、『-』（ハイフン）は不要です）
を入力し、電話番号に誤りがないことを確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

◆転送先として登録するためのリストに電話番号の設定を行います。
※転送先として設定する電話番号については『リスト』の形式で管理を行います。
※転送先リストは転送を設定する電話番号ごとに1つの設定が可能です。
※転送先として設定可能な電話番号は、加入電話番号（例：0331234567）、携帯/PHS電話番号
（090/080/070で始まる11けた）となります。

※IP電話番号（050で始まる11けた）はKDDIより払い出された番号のみとなります。
※「KDDI 光ダイレクト」/「KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch」では、インテリ
ジェント機能の番号も設定可能です。

※110番や104番などの3けたの番号、0120-、0800-、00△△で始まる番号など、#ダイヤル、
伝言ダイヤル、日本以外の電話番号は設定できません。

クリック
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手順
6

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

手順
7

登録完了画面が表示されます。『着信転送 設定メニューに戻る』をクリックします。

手順
8

『着信転送 設定メニュー』が表示されます。
スケジュール転送 転送先設定の『選択』ボタンをクリックします。

クリック

クリック

クリック
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手順
9

転送先リストのプルダウンメニューから、登録済の転送先候補電話番号を選択し
転送スケジュールのテーブル作成を行い『OK』ボタンをクリックします。

◆スケジュール転送設定における転送先の設定を行います。
※転送先候補電話番号（転送先リスト）は最大4番号までです。
※転送先を設定しない場合は、転送先選択の『転送しない』を選択してください。
※転送先リストの転送先候補電話番号を追加/変更する場合は『転送先リスト番号登録』から設定操作
を行ってください。

※年（YYYY）を省略した場合、設定した期間を過ぎた後に設定を削除してください。（翌年再度有効になります）

※年に2051年以降を指定することはできません。2051年以降を登録すると以下のメッセージが表示されます。
「現在、着信転送サービス設定変更はご利用いただけません。お手数ですが、しばらくたってから、もう一度アクセスしていただけますようお願いいたします。」

◆転送スケジュール
a） 日付指定 ： 開始する年月日と終了する年月日を入力します。

月および日は半角数字で1または2けたで入力します。
b） 曜日・祝日指定 ： 転送を希望する曜日をチェックし指定します。

すべて選択することも可能です。
c） 時間帯指定 ： 開始する時分と終了する時分を入力します。

時および分は半角数字で入力します。
※転送先リストの転送先候補電話番号を追加/変更する場合は『転送先リスト番号登録』から設定操作
を行ってください。

※転送スケジュールは最大10テーブルまで作成することができます。
※各テーブル間で、スケジュールに重複が発生した場合は、『a) 日付指定』＞『b)曜日・祝日指定』＞
『c)時間帯指定』の優先順位に従い転送先を判定します。

※各テーブル間で『a) 日付指定』＞『b)曜日・祝日指定』＞『c)時間帯指定』の優先順位で判定
できない重複が発生した場合は、設定画面上の上位のテーブルが優先され、転送先を判定します。

※1つの転送スケジュール内で『a） 日付指定』と『b） 曜日・祝日指定』の併用はできません。
※転送スケジュールの設定をやり直したい場合には該当するスケジュールの『設定クリア』ボタンを
クリックします。

※転送スケジュールでは 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）による祝日、休日のほかに
1月2、3日が祝日になります。（曜日指定の場合は祝日の設定が優先されます）

クリック
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手順
10

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

手順
11

設定完了画面が表示されます。『着信転送 設定メニューに戻る』をクリックします。

クリック

クリック
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手順
12

『着信転送 設定メニュー』が表示されます。
着信転送 起動/停止の『選択』ボタンをクリックします。

クリック

スケジュール転送 （転送開始）
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手順
13

転送種別の中から『スケジュール転送を起動する』にチェックをし、
『OK』ボタンをクリックします。

手順
14

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

クリック

クリック
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手順
15

設定完了画面が表示されます。『着信転送 設定メニューに戻る』をクリックします。

◆以上でスケジュール転送が開始されます。

手順
16

着信転送サービス『着信転送 設定メニュー』が表示されます。
着信転送 起動/停止の『選択』ボタンをクリックします。

スケジュール転送 （転送停止）

クリック

クリック
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手順
17

転送種別の中から『転送しない』にチェックをし、『OK』ボタンをクリック
します。

手順
18

設定内容を確認の上、『OK』ボタンをクリックします。

クリック

クリック
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手順
19

設定完了画面が表示されます。『着信転送 設定メニューに戻る』をクリックします。

クリック
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手順
1

『セルフページメニュー』から『着信転送の変更』をクリックします。

手順
2

『設定変更』をクリックします。

手順
3

契約している電話番号の中から、転送設定を希望する電話番号の 『選択』ボタン
をクリックします。

PBリモートコントロール用暗証番号設定

クリック

クリック

クリック
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手順
4

『着信転送 設定メニュー』が表示されます。
『PBリモートコントロール用暗証番号の設定』の『選択』ボタンをクリックします。

クリック
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手順
5

新しい暗証番号（変更後の暗証番号）を半角数字で入力し、『OK』ボタンを
クリックします。

◆電話機から設定するPBリモートコントロール用暗証番号の設定を行います。
※セルフページにて着信転送サービスをお申し込みされた場合、PBリモートコントロールをご利用に
なるためには、必ず本設定により暗証番号の設定を行う必要があります。

※暗証番号は第三者に知られることのないよう、取り扱いについては十分ご注意ください。
また担当者の生年月日など、容易に類推されるような番号の利用は避けてください。

クリック

手順
6

暗証番号を変更してよい場合は、『OK』ボタンをクリックします。

クリック
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手順
7

変更完了画面が表示されます。
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ご利用料金の確認方法

手順
1

『セルフページメニュー』から『ご利用料金の確認』をクリックします。

手順
2

3カ月分のご利用料金が画面に表示されます。

【注意】
※記載されている料金に関しては、「KDDI ビジネスコールダイレクト」
呼および、ビジネス通話定額呼などの減算処理前の料金が記載されます。

※実際の請求書上では、無料呼分の通話料金は0円に減算処理されます。

クリック
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ご利用明細の確認方法

手順
1

『セルフページメニュー』から『ご利用料金の確認』をクリックします。

手順
2

確認したいご利用年月の『画面に表示』をクリックします。

・『画面に表示』 ：利用料金のウェブサイト上での参照用に使用します。
・『作成』（『ダウンロード』）：『作成』ボタンで指定月のダウンロード用明細ファイルを作成
いただいた上でダウンロードを行います。
ファイルが作成されていない場合は『作成』、作成済の場合は『ダウンロード』と表示されます。

【注意】
※記載されている料金に関しては、「KDDI ビジネスコールダイレクト」
呼および、ビジネス通話定額呼などの減算処理前の料金が記載されます。

※実際の請求書上では、無料呼分の通話料金は0円に減算処理されます。

クリック

クリック
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手順
3

『ご利用電話番号』の明細『表示』をクリックします。

手順
4

選択した電話番号の利用明細が表示されます。

【注意】
※『通話種別』が【内線】の場合、該当呼は「KDDI ビジネスコールダイレクト」呼を意味します。
※『通話料金』はKDDI電話発KDDI電話宛て通話、もしくはKDDI電話発au宛て通話の通常料金が記載されます。
※記載されている料金に関しては、「KDDI ビジネスコールダイレクト」呼および、ビジネス通話定額呼などの
減算処理前の料金が記載されます。

※実際の請求書上では、無料呼分の通話料金は0円に減算処理されます。
※月をまたがって接続された通話の料金は、翌月のご請求となります。

クリック
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ご利用明細のダウンロード方法

手順
1

『セルフページメニュー』から『ご利用料金の確認』をクリックします。

手順
2

ダウンロードしたいご利用年月の『作成』または『ダウンロード』をクリックします。

・『画面に表示』 ：利用料金のウェブサイト上での参照用に使用します。
・『作成』（『ダウンロード』）：『作成』ボタンで指定月のダウンロード用明細ファイルを作成
いただいた上でダウンロードを行います。
ファイルが作成されていない場合は『作成』と表示され、作成済の場合は『ダウンロード』と表
示されます。

【注意】
※記載されている料金に関しては、「KDDI ビジネスコールダイレクト」
呼および、ビジネス通話定額呼などの減算処理前の料金が記載されます。

※実際の請求書上では、無料呼分の通話料金は0円に減算処理されます。

※毎月最終日は、明細ファイルの作成およびダウンロードができませんのでご注意ください。

クリック

ご利用料金の場合→手順 4-1へ続く

通話明細の場合→手順 5-1へ続く

クリック
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手順
4-1

対象月を確認の上、『明細作成』ボタンをクリックします。

手順
4-2

明細作成中の画面が表示されます。

※作成に数分かかります。
（通話実績によるデータ量、および混雑状況によって時間がかかる場合があります）

※作成中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージが表示されます。

手順
4-3

明細ダウンロード画面が表示されます。

クリック

クリック

※ダウンロードファイルはCSV形式となります。
※国際呼および一部の国内電話番号への通話については、ハイフンなしの表示となります。
※この画面でダウンロードせず料金確認画面に戻った場合、当該画面に『明細ダウンロード』ボタン
が表示されます。作成された明細ファイルは48時間保存されますので、48時間以内にダウンロー
ドしてください。48時間経過後は、再度作成が必要です。
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手順
4-4

ファイル（CSVファイル）作成完了です。

◆電話番号別ご利用料金

ご利用電話番号 合計料金 国内通話 国際通話 ａｕ通話 その他移動体
03-3123-xxxx 155 0 0 155 0
03-3123-xxxx 15.5 0 0 15.5 0

項番 項目名称 長さ 内容 備考

ヘッダー
レコード

1 ご利用電話番号 14 『ご利用電話番号』文字列を設定

2 合計料金 8 『合計料金』文字列を設定

3 国内通話 8 『国内通話』文字列を設定

4 国際通話 8 『国際通話』文字列を設定

5 au通話 8 『au通話』文字列を設定

6 その他移動体 12 『その他移動体』文字列を設定

項番 項目名称 長さ 内容 備考

データ
レコード

1 ご利用電話番号 13 ご利用電話番号※

2 合計料金 12 合計料金※

3 国内通話 12 国内宛て通話料金※

4 国際通話 12 国際宛て通話料金※

5 au通話 12 au宛て通話料金※

6 その他移動体 12 その他移動体宛て通話料金※

【注意】
※上記に記載されている料金に関しては、「KDDI ビジネスコールダイレクト」呼および、ビジネス
通話定額呼などの減算処理前の料金が記載されます。

※実際の請求書上では、無料呼分の通話料金は0円に減算処理されます。
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手順
5-1

対象月を確認の上、『明細作成』ボタンをクリックします。

手順
5-2

明細作成中の画面が表示されます。

クリック

※作成に数分かかります。
（通話実績によるデータ量、および混雑状況によって時間がかかる場合があります）

※作成中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージが表示されます。

手順
5-3

明細ダウンロード画面の『明細ダウンロード』ボタンをクリックします。

※ダウンロードファイルはCSV形式となります。
※国際呼および一部の国内電話番号への通話については、ハイフンなしの表示となります。
※この画面でダウンロードせず料金確認画面に戻った場合、当該画面に『明細ダウンロード』ボタン
が表示されます。作成された明細ファイルは48時間保存されますので、48時間以内にダウンロー
ドしてください。48時間経過後は、再度作成が必要です。

クリック



セルフページ ご利用マニュアル57

手順
5-4

ファイル（CSVファイル）作成完了です。

ご利用電話番号 通話開始日時 通話開始時刻 着信電話番号 地域名 通話時間 内線区分 呼種別 通話料
03-3123-xxxx 2015/5/20 21:23.5 080-1234-xxxx 携帯 00:07.0 内線 携帯呼(au定額) 15.5
03-3123-xxxx 2015/5/20 32:34.0 080-1234-xxxx 携帯 00:11.5 内線 携帯呼(au定額) 15.5
03-3123-xxxx 2015/5/20 33:00.0 080-1234-xxxx 携帯 00:06.0 内線 携帯呼(au定額) 15.5
03-3123-xxxx 2015/5/20 55:53.0 080-1234-xxxx 携帯 06:13.5 内線 携帯呼(au定額) 108.5
03-3123-xxxx 2015/5/20 17:33.5 080-1234-xxxx 携帯 00:36.5 内線 携帯呼(au定額) 15.5

◆通話明細

項番 項目名称 長さ 内容 備考

ヘッダー
レコード

1 ご利用電話番号 14 『ご利用電話番号』文字列を設定

2 通話開始日時 12 『通話開始日時』文字列を設定

3 通話開始時刻 12 『通話開始時刻』文字列を設定

4 着信電話番号 12 『着信電話番号』文字列を設定

5 地域名 6 『地域名』文字列を設定

6 通話時間 8 『通話時間』文字列を設定

7 内線区分 8 『内線区分』文字列を設定

8 呼種別 6 『呼種別』文字列を設定

9 通話料 6 『通話料』文字列を設定

項番 項目名称 長さ 内容 備考

データ
レコード

1 ご利用電話番号 13 ご利用電話番号※

2 通話開始日付 10
通話開始日時
『YYYY/MM/DD』形式の文字列

年/月/日

3 通話開始時刻 10
通話開始時刻
『hhmmss.s』形式の文字列

時:分:秒.S 
(S:0.1秒)

4 着信電話番号 21 着信先電話番号※

5 地域名 20 着信先地域名※

6 通話時間 10

通話時間
『hhmmss.s』形式の文字列
ただし『番号案内』の場合は件数

例）○件

7 内線区分 4 文字列『外線』or『内線』

8 呼種別 80
呼種
例）『国内呼』『携帯呼』『携帯呼(au定
額)』『IP間呼』などの文字列

9 通話料 6 通話料※

【注意】
※『呼種別』が【携帯呼（au定額）】かつ『内線区分』が【内線】の呼は「KDDI ビジネスコールダ
イレクト」呼です。

※『呼種別』が【携帯呼（au定額）】かつ『内線区分』が【外線】の呼はビジネス通話定額呼です。
※減算処理前の料金が記載されます。実際の請求書上では、無料呼分の通話料金は0円に減算処理さ
れます。
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お問い合わせ先

◆セルフページについてのお問い合わせ先

※お問い合わせには、ご契約者さまであることの確認が必要となります。

請求書に記載のご請求コード、または『ご利用開始のご案内』に記載のセルフIDをご用意
ください。

法人お客さまセンター

0077－7007（無料）/ 0120－921－919（無料）

※受付時間：9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）
※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。


